
第 77 回国民体育大会栃木県準備委員会 

平成 28 年度 事業報告 

 

１ 開催準備業務 

主な業務 内 容 備 考 

（１）各種基本方針等の策定 ・専門委員会規程の改正 

・宿泊基本方針の策定 

・医事・衛生基本方針の策定 

・輸送・交通基本方針の策定 

・県民運動基本方針の策定 

・式典基本方針の策定 

・競技用具整備基本方針の策定 

・競技運営基本方針の策定 

・競技施設整備計画（第１次）の策

定 

・募金・企業協賛基本方針の策定 

 

（２）会場地市町村の選定等 ・会場地市町村第５次選定 

 （５競技５市町） 

・会場地市町村第 1 次選定の開催

予定施設変更 

・会場地市町村第６次選定 

 （７競技７市町） 

・会場地市町村第７次選定 

 （４競技４市町） 

・デモンストレーションスポーツ

会場地第１次選定 

◇会場地 

〇第５次選定分 

〔正式競技〕 

・馬術（那須塩原市） 

・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 

（足利市、大田原市） 

〔公開競技〕 

・綱引（大田原市） 

・ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ（芳賀町） 

・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ 

（高根沢町） 

 

〇第６次選定分 

〔ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ対策追加競技〕 

・水泳（水球）（小山市） 

・水泳（ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ） 

 （市貝町） 

・ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ（日光市） 

・体操（ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ） 

 （茂木町） 

・ﾚｽﾘﾝｸﾞ（足利市） 

・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ（小山市） 

・自転車（ﾛｰﾄﾞ・ﾚｰｽ） 

 （那須町） 

・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ（佐野市） 
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○第７次選定分 

〔ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ対策追加競技〕 

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 

 （足利市） 

・自転車（ﾄﾗｯｸ・ﾚｰｽ） 

 （宇都宮市） 

〔公開競技〕 

・ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ（那珂川町） 

・武術太極拳（鹿沼市） 

 

○ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ第１

次選定 

・ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ 

・ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ（大田原市） 

・ｷﾝﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ（下野市） 

・ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ（市貝町） 

・ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ（野木町） 

（３）専門委員会の運営 ・宿泊・衛生、輸送・交通、式典の

各専門委員会の設置 

 

(４)実施予定競技の選定 ・デモンストレーションスポーツ

実施競技選択 

 

(５)中央競技団体の正規視

察 

・中央競技団体正規視察への立会

及び助言 

 

(６)競技役員等養成事業の

実施 

・競技役員等養成事業の実施  

(７)広報啓発 ・国体啓発グッズの作成 

・各イベント等での広報活動の展

開 

・愛称・スローガンの決定 

◇主な作成グッズ 

・ﾎﾟｽﾀｰ、ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ｸﾘｱﾌｨﾙ、

ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ、PR 封筒、横断

幕、ﾊﾞﾅｰｽﾀﾝﾄﾞ 

 

２ 会議の開催 

（１）総会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第３回総会 H28.7.13 ホテルニューイタヤ ・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支予算 

・平成 28年度事業計画（案） 

・平成 28年度収支予算（案） 

・会則の一部改正（案） 

 

 

 

 



（２）常任委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第６回常任委員会 H28.7.13 ホテルニューイタヤ ・会場地市町村第５次選定（案） 

・開催予定施設変更（案） 

・専門委員会規程の改正（案） 

第７回常任委員会 H28.11.2 ホテルニューイタヤ ・会場地市町村第６次選定（案） 

・宿泊基本方針（案） 

・医事・衛生基本方針（案） 

・輸送・交通基本方針（案） 

第８回常任委員会 H29.2.13 ホテルニューイタヤ ・会場地市町村第７次選定（案） 

・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ実施競技選

択及び会場地第１次選定（案） 

・県民運動基本方針（案） 

・愛称・スローガン選定（案） 

・式典基本方針（案） 

・競技用具整備基本方針（案） 

・競技運営基本方針（案） 

・競技施設整備計画（第１次）

（案） 

 

 

 

（３）募金・企業協賛推進委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第１回募金・企業

協賛推進委員会 

H29.2.13 ホテルニューイタヤ ・募金・企業協賛基本方針（案） 

 

 

 

（４）専門委員会 

  ア 総務企画専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第７回総務企画専

門委員会 

H28.6.17 栃木県公館 ・会場地市町村第５次選定（案） 

・開催予定施設変更（案） 

第８回総務企画専

門委員会 

H28.10.14 栃木県北別館 ・開催準備総合計画の改定（案） 

・会場地市町村第６次選定（案） 

第９回総務企画専

門委員会 

H29.1.27 栃木県公館 ・会場地市町村第７次選定（案） 

 

 

 

 

 



  イ 施設整備専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第３回施設整備専

門委員会 

H29.1.11 栃木県公館 ・競技施設整備計画（第１次）

（案） 

 

ウ 競技運営専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第３回競技運営専

門委員会 

H29.1.23 栃木県公館 ・競技用具整備基本方針（案） 

・競技運営基本方針（案） 

・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ実施競技選

択及び会場地第１次選定（案） 

 

  エ 広報・県民運動専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第２回広報・県民

運動専門委員会 

H28.7.27 栃木県北別館 ・愛称・スローガン制定（案） 

・愛称・スローガン募集要項（案） 

・愛称・スローガン審査要領（案） 

第３回広報・県民

運動専門委員会 

H28.11.11 栃木県北別館 ・県民運動基本方針（案） 

・愛称・スローガン入選者抽選要

領（案） 

第４回広報・県民

運動専門委員会 

H29.1.13 栃木県北別館 ・愛称・スローガン選定（案） 

 

オ 宿泊・衛生専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第１回宿泊・衛生

専門委員会 

H28.9.5 栃木県公館 ・宿泊基本方針（案） 

・医事・衛生基本方針（案） 

   

カ 輸送・交通専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第１回輸送・交通

専門委員会 

H28.9.5 栃木県公館 ・輸送・交通基本方針（案） 

   

  キ 式典専門委員会 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第１回式典専門委

員会 

H28.12.6 栃木県公館 ・式典基本方針（案） 

 

 

 

 

 

 



（５）市町村・競技団体連絡会議 

会議名 開催年月日 開催場所 議 案 

第４回市町村連絡

会議 

H28.11.18 栃木県北別館 ・第６、７回常任委員会の決定事

項の報告 

・競技施設整備計画の調査、宿泊

施設等実態調査の説明 

・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂの会場地選

定の説明 

             等 

第５回市町村連絡

会議 

H29.3.17 栃木県北別館 ・第８回常任委員会決定事項の

報告 

・第１回募金・企業協賛推進委員

会決定事項の報告 

・市町競技施設整備費補助制度

の説明 

・宿泊施設等基礎調査の説明 

・市町準備（実行）委員会の設立

の説明 

             等 

 

 

３ 各種調査の実施 

主な調査 内 容 

（１）市町村・競技団体ヒアリング ・競技会場地等の調整ヒアリング 

（２）先催県の情報収集 ・第 71 回国民体育大会（希望郷いわて国体）の開会式

及び競技会の運営状況等の調査 

・平成 28 年度開催県検討会議（鹿児島県・三重県）、第

71 回国民体育大会開催地連絡協議会（岩手県）での

意見交換及び施設調査 

・先催県の準備状況の調査 

 

 

４ 協議・連絡調整の実施 

主な調整先 内 容 

公益財団法人 日本体育協会 ・平成 28年度国民体育大会委員会への出席 

 


